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この添付文書をよく読んでから使用して下さい。

承認番号:22000AMZ00004000 

胃型ムチンキット 

シカ HIK 胃型ムチン

｢重要な基本的注意事項｣ 

本ｷｯﾄは、子宮頸管粘液中の胃型ﾑﾁﾝ（胃で産生されるﾑﾁﾝ

と免疫学的に同じﾑﾁﾝ）を検出する試薬です。正常の子宮頸部

粘液細胞は胃型ﾑﾁﾝを産生しませんが、胃型の腺癌（主に悪性

腺腫）や、良性の胃上皮化生・過形成様病変部の細胞は高頻

度に胃型ﾑﾁﾝを産生することが報告されています 1,2)。本ｷｯﾄ

により、子宮頸部粘膜における胃型腺癌、または、胃上皮化

生・過形成様病変の存在の有無を推定することができます。

本ｷｯﾄは内診、画像診、細胞診等でこれら病変の存在が疑われ

たとき使用して下さい。

｢全般的な注意｣

1． 本品は、体外診断用医薬品でありそれ以外の目的に使用しな

いで下さい。 

2.  測定結果に基づく臨床診断は、臨床症状や他の関連する検査

結果等と合わせて担当医師が総合的に判断して下さい。 

3. 添付文書に記載された使用方法に従って使用して下さい。記

載された使用方法及び使用目的以外での使用については、測

定結果の信頼性を保証致しかねます。 

4. 本製品には、保存剤としてｱｼﾞ化ﾅﾄﾘｳﾑが含まれていますので、

誤って目や口に入れたり、皮膚に付着した場合には水で十分

に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当て

等を受けて下さい。 

｢形状､構造等(ｷｯﾄの構成)｣

HIK1083 ﾗﾃｯｸｽ 

HIK1083 注）感作ﾗﾃｯｸｽ・・・・・1 回測定分中 0.15～0.45mg 

ｱｼﾞ化ﾅﾄﾘｳﾑ 
注）抗胃ﾑﾁﾝﾏｳｽﾓﾉｸﾛｰﾅﾙ抗体 3)

希釈液 

ｱｼﾞ化ﾅﾄﾘｳﾑ 

ﾗﾃｯｸｽ凝集用反応板 

｢使用目的｣

子宮頸管粘液中胃型ﾑﾁﾝの検出による胃型の形質を有する子宮

頸部疾患の補助診断

｢測定原理｣ 

1. 測定原理 

HIK1083 を感作させたﾗﾃｯｸｽ粒子は検体中の胃型ﾑﾁﾝと抗原抗体

反応を起こし凝集します。この凝集反応を肉眼で観察し、検体

中の胃型ﾑﾁﾝの有無を判定します。 

検体中の胃型ﾑﾁﾝ + HIK1083 感作ﾗﾃｯｸｽ→ ﾗﾃｯｸｽ凝集塊 

2. 特徴  

1) 液体試料中の胃型ﾑﾁﾝの検出が可能です。 

2) 特別な器具、装置を必要とせず、簡便、迅速に試験すること

ができます。

｢操作上の注意｣

1. 測定試料の性質 

1) 測定には、子宮頸管粘液を使用して下さい。 

2) 検体は、採取後直ちに測定に用います。検体を保存する場

合は個別に試験管等の適当な容器に入れ、密栓後、冷凍保 

存して下さい。但し、凍結融解を繰返した検体の測定につ

いては、測定値の信頼性を保証致しかねます。また、腐敗 

※※平成 24年 08月改訂 

※平成 23年 02 月改訂 

等により変性する可能性もありますので、長期保存は避けて

下さい。

3) 凍結した検体を測定に用いる場合は、融解後、内容物を均一

に分散させてから使用して下さい。

4) 浮遊物が認められる検体溶液は、遠心分離、ろ過の処理後、

清澄な液を使用して下さい。 

5) 他の所見により高濃度の胃型ﾑﾁﾝの存在が疑われるにもかか

わらず、本試薬で陰性の結果が得られた検体は、検体を生理

食塩水で適宜希釈して再測定して下さい。 

2. 妨害物質 

1) 検体に血液が 40 % 混入しても判定結果に影響を及ぼしませ

んでした。 

2) 近縁物質としてｳｼ顎下腺ﾑﾁﾝ 5,600 mg/L を用いたとき反応

しないことが確認されています。 

 3) 強度の溶血、強度の粘性のある検体の測定については、判定

し難くなるため測定値の信頼性を保証致しかねますので注

意して下さい。 

3. その他 

検体により、検体中の目的成分以外の物質との反応や妨害反

応を生じることがあります。測定値や測定結果に疑問がある

場合は、再検査や希釈再検査、あるいは他の検査法により確

認して下さい。 

｢検体の採取法｣

滅菌した綿棒の先端部分を子宮頸管内に挿入し、頸管粘液を採

取する。

注）ﾌﾞﾗｼによる子宮頸管粘液の採取は浮遊物が多いため反応

系に影響を及ぼすことがあるので避けて下さい。

｢検体溶液の調製法｣

粘液を採取した綿棒を希釈液１mL に浸し、攪拌して調製する。

検体溶液を保存する場合は凍結保存して下さい。 

｢用法・用量（操作方法）｣

1. 試薬調製法 

HIK1083 ﾗﾃｯｸｽ ：そのまま使用します。 

希釈液    ：そのまま使用します。 

2. 操作法 

1) HIK1083 ﾗﾃｯｸｽを室温に戻しよく混和後、ﾗﾃｯｸｽを懸濁する。 

2) ﾗﾃｯｸｽ凝集用反応板の円内に検体溶液を 50μL 滴下する。 

3) 同一円内に HIK1083 ﾗﾃｯｸｽを 50μL 滴下する。 

4) 円内で検体溶液と試薬を良く混和する。 

5) 10 分放置後、凝集の有無を観察する。 

体外診断用医薬品

10分放置後に凝集
の有無を観察する

粘液を採取した綿棒
を希釈液1mLに浸し、
検体溶液を調製する

HIK1083ﾗﾃｯｸｽを1滴
滴下後、混和する

粘液を採取した綿棒

希釈液 1mL

検体溶液を50L滴下
する

HIK1083 ﾗﾃｯｸｽを 50
μL 滴下後、混和す
る。 
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｢測定結果の判定法｣

観察結果 判定 

凝集（＋） 陽性（検出感知以上） 

凝集（－） 陰性（検出感知以下） 

注）凝集の判定が難しい場合は、検体溶液の代わりに精製水を用

いて同様に操作したものを別途作製し比較して下さい。

凝集（＋）が特異的反応であるか否かの検証は別売の HIK 胃

型ﾑﾁﾝ確認試薬で行なって下さい。

｢臨床的意義について｣ 

（臨床性能試験） 

水様性帯下の増加、子宮頸部の腫大、嚢胞形成、細胞診で粘液

が黄色調の染色態度を示す等、胃型の腺癌（主に悪性腺腫）や

胃上皮化生・過形成様病変の発症が疑われた患者（152 例）を

対象に臨床性能試験を行った。 

結果：対象 152 症例中、陽性例は 13 例であった。そのうち、5 例

は悪性腺腫、4 例は胃上皮化生様病変、1 例は lobular 

endocervical glandular hyperplasia (LEGH)と診断された。残

る 3 例は手術適用外（経過観察中）であった。陰性例 139 例中、

術前の検査で子宮筋腫とナボット嚢胞と診断され、筋腫の治療

目的で施行された手術後の病理検査で胃上皮化生様病変の存在

が確認された症例が 1 例あった。 

（判定結果）

陽 性
3 例

（経過観察中）
10 例

陰 性 138 例 1 例 

         無 病       有 病 （診断結果）

注）「無病」の陰性症例 9 例及び「有病」の 11 例は病理検査に

基づく確定診断である。残りの 132 例については担当医師の

診断に基づき「無病」（胃型病変は発症していない）とされ

ているが、経過観察中の症例を含む。

考察：

病理組織化学的に胃型ﾑﾁﾝ産生細胞の発現を高頻度に伴うこ

とが証明されている胃型の腺癌（主に悪性腺腫）や胃上皮化

生・過形成様病変の症例で、本検査は高い陽性率を示すこと

が確認された（有病正診率：91％、無病正診率：98％、診断

効率：97％）。なお、本検査は胃型腺癌と良性の胃上皮化生・

過形成様病変の両者で陽性になるため、仮に陽性になっても、

これをもって悪性病変と断定できないことに十分留意する

必要がある。 

｢性能｣

感  度： ｱ)精製水を試料として操作する場合、その結果は陰性

を示す。 

  ｲ)胃型ﾑﾁﾝを含有する管理検体（1000U/L）を試料とし

て操作する場合、その結果は陽性を示す。 

正確性： 陰性の管理検体を試験するとき、その結果は陰性を

示し、陽性の管理検体（1000U/L）を試験するとき、

その結果は陽性を示す。 

再現性： 陰性の管理検体と陽性の管理検体（1000U/L）を 3 回

同時に測定するとき、陰性管理検体は 3 回とも陰性

を示し、陽性管理検体は 3 回とも陽性を示す。 

注）陽性管理検体：ﾌﾞﾀ胃粘膜抽出物を希釈液にて 1000 U/L に溶

解したもの。但し、1 U は

p-nitrophenyl-N-acetyl-α-D-glucosaminide 
1 mg 相当の抗原活性を有する胃型ﾑﾁﾝ量。

陰性管理検体：精製水

｢使用上又は取扱い上の注意｣

1. 取扱い上(危険防止)の注意 

  検体は、HIV、HBV、HCV 等の感染の恐れがあるものとして取

扱って下さい。検査にあたっては感染の危険を避けるため使

い捨て手袋を着用し、また口によるﾋﾟﾍﾟｯﾃｨﾝｸﾞを避けて下さ

い。 

2．使用上の注意 

1)  本品は、凍結を避け貯蔵方法に従い保存して下さい。凍

結させた試薬は、決して使用しないで下さい。 

2） 有効期間の過ぎた試薬は、決して使用しないで下さい。 

3） 試薬の性能及び性状を変化させることがありますので、

製造番号の異なる試薬を混合して使用しないで下さい。

同一ﾛｯﾄ内の試薬の注ぎ足しについても測定結果に影響

を及ぼすおそれがあるので、行わないで下さい。 

4） 試薬は、使用前に緩やかに転倒混和してﾗﾃｯｸｽ粒子を均一

に浮遊させてから使用して下さい。 

5） 試薬を開封後は、速やかに使用し、保存する場合は蓋を

閉めて貯蔵方法に従い保存して下さい。 

6） 本製品中の容器、付属品等は他の目的に転用しないで下

さい。 

3. 廃棄上の注意 

1)  本品は、防腐剤として 0.05%ｱｼﾞ化ﾅﾄﾘｳﾑを含有しています。

ｱｼﾞ化ﾅﾄﾘｳﾑは、重金属と反応して爆発性の金属ｱｼﾞﾄﾞを生成

することがありますので、試薬を含んだ廃液等を廃棄する

際には、多量の水で洗い流して下さい。 

2)  検体が付着した器具、試薬及び試薬容器等は感染の危険性

があるものとし、ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ等で滅菌処理するか、1 %次亜塩

素酸等の消毒液に浸して処理して下さい。 

3)  試薬及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清

掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理し

て下さい。 

｢貯蔵方法･有効期間｣

1. 貯蔵方法: 2 ～ 8 ℃で保存する。 

2. 有効期間: 製造日から 24 箇月 (使用期限は、ﾗﾍﾞﾙに記載し

てあります。) 

｢包装｣ 

1. ｼｶ HIK 胃型ﾑﾁﾝ 

商品ｺｰﾄﾞ 商  品  名 構 成 品 ﾃｽﾄ数 

77857 ｼｶHIK胃型ﾑﾁﾝ

HIK1083ﾗﾃｯｸｽ 

12 回 希釈液 

ﾗﾃｯｸｽ凝集用反応板

2. 別売品 

商品ｺｰﾄﾞ 商  品  名 ﾃｽﾄ数 

77818 胃型ﾑﾁﾝ陽性ｺﾝﾄﾛｰﾙ  10 U ×1 本 

77820 ﾗﾃｯｸｽ凝集用反応板 150 回 

77922 HIK胃型ﾑﾁﾝ確認試薬 12 回 
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｢問い合わせ先｣※

関東化学株式会社  ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ部 

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 2-2-1 

                       Tel 03-6214-1091 

｢製造販売元｣※※

関東化学株式会社 

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 2-2-1 

                       Tel 03-6214-1091
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